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日己組織化マップを用いた多元的価値観の国際比較

岡　　隆光*・井上　正人**・前原　俊信*H

Comparison of Multi-Dimensional Values among Nations by Use of Self-Organizing Maps

Takamitsu Oka*, Masato Inoue** and Toshinobu Maehara**

We compare multi-dimensional values among nations by use of Self-

Organizing Maps(SOM) based on data of World Values Surveys 1995. From

four viewpoints of ecology, reliability, religion and economic system, we

analyse the data for the purpose of testing the ability of SOM. In the analysis

of reliability, we confirm the superiority of SOM over usual numerical analyses

with representative values. For data which cannot be converted to numerical

values such as religion categories, SOM is powerful in characterization of data.

For the analysis of data concerning the economic system, the resultant map is

remarkable. It resembles to the map given by the different analysis with well-

being index.
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1　は　じ　め　に

地球規模のグローバリゼーションが進む中で文

化間の交流が増加し,私達の生活様式は変容しつ

つある.生活様式は,経済的状況や多様な価値観

に支えられている.このような中で,社会的な価

値観や生活領域別の価値観の世界比較である世界

価値観調査(World Values Surveys)がR.イ

ングルハートを中心に進められてきている1,2)

調査データに基づいて,彼らは平均余命及び生

活満足度と国民一人あたりのGNPの相関を調べ,

経済状態が飢餓的レベルの場合とある程度良い場

合とでは相関関係の振る舞いが全然異なることを

明らかにした. 3)このように,私達は幾つかのデー

夕を組み合わせることによって重要で,興味ある

結果を導くことができる.しかし,私達の価値観

は多種多様であり,これらの価値観についてのデー

タ間の比較を試みる場合,データ項目数が大きく

なり,幾つかのデータを組み合わせるような方法

では全体の傾向を把撞することは困難である.

私達の研究グループは,自己組織化マップ(S

OM : Self-Organizing Maps)'を用いて,直感

的に把握しづらい多次元のデータから,顕在化し

ていない特徴を兄いだし,類型化することを試み

てきた.5)

SOMは,人の大脳皮質の表面に存在する機能

地図をモデル化したニューラルネットワークモデ

ルである.このモデルは,多次元のデータをモデ
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ルへの入力ベクトルとして扱い,教師信号なしで

ネットワークの学習を行うアルプリズムを持って

いる.学習によって,一見乱雑な数値情報である

多次元のデータから顕在化していない特徴を兄い

だし,パターン化して分類するのに威力を発揮す

るモデルである. 5)

私達は,生活の豊かさを計るために作成された

生活指標7)を用いて47の都道府県の類型化を行

い興味ある結果を導いた. 5)各都道府県の生活指

標は, 23個の数倍データで表されている.各都道

府県毎の豊かさを比べる場合,従来は,各指標の

数値の大きさを比較するか, 23の指標の合計を求

めてその大きさを比較する等の方法がなされてき

た.しかし,これらの方法では,全体の特徴を兄

いだすことは困難である.私達は, 23の指標全体

が持っている特徴を, SOMを用いて求めた.

本論文では,世界価値観調査の中から,環境,

信頼度,宗教及び経済システムに関するデータを

選び, SOMを用いて分析する.多様な価値観に

関するデータ自身の特徴をできる限り損なわない

ようにして2次元平面に写しだし,国別の類型化

を行い,多次元的価値観の国際比較を試みたもの

である.

2　世界価値観調査

ミシガン大学のR.イングルハート教授が中心

となって,世界価値観調査(World Values

Surveys)が1981年, 1990年, 1995年, 1999-2000

年と行われている.1)この調査は,グローバリ

ゼーションによって価値観がどのように変遷して

ゆくのかを調べたものでもある.多くの研究・調

査機関が調査に参加しており,日本からは電通総

研,余暇開発センター及び日本リサーチセンター

が参加している. 1999-2000年の調査は,現在集

計中であり,日米比較など部分的な比較がなされ

ている段階であるので, 8)ここでは1995年に行わ

れた調査のデータを用いることにする. 2)

1995年の調査は,世界2 3カ国にまたがって実

施され,合計サンプル総数は32,486であった.こ

のうち,最も多い南アフリカが2,935サンプル,

最も少ないドミニカ共和国が415サンプルであり,

日本でのサンプルは1,054であった.調査に参加

した国は以下のようである.

ア　ジ　ア:日本,韓国,中国,台湾,フィ

リピン

オセアニア:オーストラリア

アメリカ大陸:アメリカ,プエルトリコ,ドミ

ニカ共和国,ベネズェラ,ペルー,

チリ,アルゼンチン

欧　　　　州:スエーデン,フィンランド,ド

イツ,スイス,スペイン,ロシ

ア,スロベニア,クロアチア

アフリ　カ:ナイジェリア,南アフリカ

R.イングルハート達の調査は,質問形式で行

われ,社会的な価値観から生活領域別の価値観に

及び, 76個の間と14個の対象者属性の調査から成っ

ている.この論文で用いた質問事項は,付録に

「世界価値観調査'95」調査票(抜粋)として示

してある.

3　環　　　　境

環境に対する意識と実際の行動について調べる

ため,環境に関する質問から問11と間13を選び,

間11Bと間13Bを分析に用いた.間11Bは,環境

のためには対価を支払う覚悟があるかどうかの質

問であり,間13Bは,実際にリサイクル活動をし

たかどうかの質問である.回答はそれぞれ「強く

賛成」, 「賛成」, 「反対」, 「強く反対」 「わからな

い」の5段階,また, 「はい」, 「いいえ」, 「わか

らない」の3段階から選ぶようになっている.

始釧こ, 「わからない」を除いて1から4まで,

あるいは1または2の数を対応させ,その平均を

求めることで数億化した.これらについて各国ご

とに,単純に2次元座標にプロットしたものが図

1である.右上のグループは環境に対する意識も

強く,実際行動しているタイプになっている.左

下のグループは,反対に,意識も弱く,行動もし

ていないタイプの国が集まっている.
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次に,同じ質問の回答データを数値化せず,そ

のまま6次元のベクトルをSOMに入力して分類

したものが図2である.ほとんど同じ分布が得ら

れた.このように,単純な例では, SOMは代表

値による分類とあまり違わない結果を与えること
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がわかる.なお, SOMの図には鏡映対称軸が存

在し,その軸を中心とする入れ替えの自由度が存

在するので,図2を図1と比べる場合,図2を時

計回りに90度回転させると良い.
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環境のために高い商品を購入してもよい

図1　環境に対する意識とリサイクル
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この分析では, 「わからない」のデータは取扱

いが難しいためデータからはずし, 「わからない」

以外の回答の割合について再規格化し,合計して

100%となるよう調整したものをデータとして扱っ

ている.以後の分析においても同様である.また,

SOMの計算には, Viscovery SOMine Version

3.0 Enterprise Editionを用いた. 9)

4　信　　頼　　度

信頼度に関する質問として,間49にあげられて

いる16項目を採用した.データブックにおいては,

各項目ごとに国別比較を行っているが,一次元的

に序列化する方法であるため,これらを全部併せ

て多元的に評価することは難しい. SOMを用い

れば,このような多次元ベクトルの集合を容易に

分類することができる.

ここでは,まず,各項目ごとに回答を点数化し

て平均し,国ごとに16個の数億を持つベクトルを

対応させ, SOMを用いて図を作成した.結果を

図3に示す.中央の色が薄いところから互いに似

ている物が隣に並び,端に行くほど独自性の強い

国になっている.色の濃い国は,特別な特徴を持っ

ていて,他の国々とは異なっていることを示して

いる.ここでは,全般的に信頼度の低いアルゼン

チンと全般的に信頼度の高いフィリピンが独特で

あることがわかる.

この方法では,点数が同じであれば,点数間の

偏りの大きさが違う国を区別することができない.

そこで,各項目の4つの回答の分布をそのままデー

タとして, 64次元のベクトルを用いてSOMの図

を作成したものが図4である.回答の分布まで考

慮に入れると,今度は,ベネズェラ,次いで日本

とフィリピンが特徴的な国として分類される.ベ

ネズェラは, 4回答のうち,極端なものに偏る傾

向があるため特徴的と判断されたのであろう.フィ

リピンは数値化した場合と同様,信頼度の高さに

よって特徴付けられる.日本は宗教団体に対する

信頼度が他の国々に比べて極端に低いことやマス

コミに対する信頼度が高いことがこのように分類

された理由であろう.

5　宗　　　　教

宗教に関する質問はおもに間65から間72までで

ある.この中で,間67に国別のキリスト教(カト

リック,プロテスタント,その他),仏教,イス

ラム教などの各宗教の割合が与えられている,こ

れをもとに自己組織化マップを作成してみる(中

国のデータは除いてある. 10次元のデータによっ

て作成されたマップは,図5で与えられる.比較

として,百分率を棒グラフで表したグラフを図6

に示した.両者を比較すると百分率の非常に似て

いる国はSOMにおいても近くに配置されること

が分かる.マップの右下に配置される日本,韓国,

ロシア,ドイツはいずれも宗教を持っていない人

の割合が高く,右下方向はこれに関連した傾向を

表すことがわかる.また,マップの右上のフィリ

ピン,アルゼンチン,ベネズェラ,スペイン,チ

リ,ペルー,クロアチア,スロベニアなどの国々

はキリスト教カトリックを持っている人が多く,

右上方向はこれに関連した傾向を表す.左上に配

置された台湾は他の国にくらべてヒンズー教を持っ

ている人が多く,ユダヤ教,ヒンズー教,仏教,

その他の宗教を持っている人の割合がほぼ16%で

同じである.また,左下に配置されたナイジェリ

アはカトリックとプロテスタント以外のキリスト

教を持っている人が多く,日本,フィリピンと合

わせて,四隅に配置される国は非常に顕著な特徴

をもっている国か,グループの代表であることが

分かる.

百分率のグラフでもどの程度似ているかなど特

徴はつかめるが,並べる順番によって印象が変わ

るし,数が多くなると比較するのが非常に困難に

なる. SOMの図はデータの順序にほとんど依存

しないし,データが多いときでも通用できる.
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図3　信頼度(回答点数化)

図4　信頼度(元々のデータ)
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図5　宗教

図7　経済システム
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図6　国別宗教比率

6　経渚システム

経済システムに関する質問として,間46の8項

目を取り上げた.各項目は10段階から回答を選ぶ

ようになっているので,この10段階の分布をすべ

て含め80次元のベクトルとしてSOMの図を作成

した.結果の図7によると,左から右に行くに従

い国民一人あたりのGNPが大きい国が並んでい

るようである.

上から下-の分布については明確に特徴を述べ

ることができないように思える.ところが,ここ

でR.イングルハート達の分析8)を参照すると,

大変おもしろい事実に気がつく・.彼らは,横軸に

国民一人あたりのGNP,縦軸に満足度をとって

議論しているが,この分布が,我々の分布と大変

よく似ている.我々の分析に使ったデータの中に

直接満足度に関するものは入っていない.しかし,

収入を平等に配分すべきかどうか,競争は人間の

良い面を引き出すと思うかどうか等富の配分に関

する考え方や生き方についてのデータなので間接

的に関係しているともいえる.いずれにせよ,異

なる種類のデータで同じような傾向が出たことは

大変興味深い.

7　お　わ　り　に

われわれは,環境,信頼度,宗教及び経済シス

テムのデータを用いて, SOMによる多元的価値

観の国際比較を試みた.これにより,多次元のデー

タをそのまま分析でき,数億化したり,項目を選

んで2次元分布を措いたりしただけではつかめな

い特徴をつかむことができた.価値観はもともと

多元的に比較する必要があり,この点で, SOM

による分析は適している.

今後は, SOMを価値観や考え方など,さまざ

まな文化的,社会的特徴の比較に用いてゆきたい.

この研究の研究費の一部は,日本私立学校振興・

共済事業団からの学術研究資金と呉大学共同研究
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間11これから環境問題についていくつか意見を読み上げます.それぞれの意見に対するあなたの賛成,

反対の度合いを「強く賛成」 「賛成」 「反対」 「強く反対」のいずれかでお知らせ下さい.

強く賛成　賛成　反対　強く反対　わからない

A)もしそれが環境汚染の防止のために

使われるなら,増税されてもよい

B)もし環境保護に役立つなら,物を

2割増しの値段で買ってもよい

C)日本の環境問題は,国際的な合意が

なくとも独自で解決できる

1　　　　2　　　3　　　　4

1　　　　2　　　3　　　　4

1　　　　2　　　3　　　　4

間13　環境のことを考えて,あなたはこの12カ月の間に次のようなことを行いましたか.

1つずつお答え下さい.

はい　いいえ　わからない

A)環境によりよいと考える家庭用晶を選んだ

B)環境への配慮からものを捨てないで再利用したり,

リサイクルに出した

C)環境への配慮から水の使用を減らすよう努力した

D)環境保護を目指す会合に出たり,請願書に署名した

E)環境保護団体に寄付をした

1　　2

1　　2

1　　2

1　　2

1　　2

間46　次にあげるいろいろな問題について,あなたはどのように考えますか.

左の意見と全く同じならば「1」,右の意見と全く同じならば「10」とお答え下さい.

「2-9」はその間にある意見の強さを示します.

A)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

収入はもっと

平等にすべきだ

個々人の努力を

刺激するようも

っと収入の開き

を大きくすべきだ

9

9

9

9

99

わからない

B) 1　　　　　　　　　　　　】　　　　　　　　　　　　10

企業や産業の私　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業や産業の国

的所有を増やす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家所有を増やす

べきだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べきだ

99

わからない
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C)  1　　2　　3

国民皆が安心し

て暮らせるよう

国はもっと責任

持つべきだ

自己組織化マップを用いた多元的価値観の国際比較

1 0

日分のことは自

分で面倒を見る

よう個人がもっ

と責任をもつべきだ

99

わからない

D 1

競争は,人に働く

気を起こさせ,新

しいアイデアを生

み出すので,好ま

しい

1 0

競争は,人間の

悪い面を引き出

すので,有害で

ある

99

わからない

E)  1

長い目でみると

勤勉は大体にお

いてよりよい生

活をもたらす

4　　5　　1　　　　　　　　　　　　　　10

勤勉は必ずしも

成功をもたらさ

ない.成功する

には運とコネが

より重要である

99

わからない

F)　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　10

人は,他人の犠

牲によってのみ

富を築くことが

できる

富は誰にも充分

行きわたるよう

に増えるもので

ある

99

わからない

G)

人は生き方を大

きく変えるにあ

たっては用心深

くなければなら

i*5

4　　5　　1　　　　　　　　　　　　　　10

人間は大胆でな

ければ大きなこ

とはできない

99

わからない

H)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

一般に長い年月

の試練を経た考

え方はすぐれて

SK

一般に新しい考

え方は古いもの

よりすぐれてい

る

99

わからない
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間49　あなたは,次にあげる組織や制度をどの程度信頼しますか. 「非常に信頼する」 「やや信頼する」

「あまり信頼しない」 「全く信頼しない」のいずれかでお答え下さい.

A)宗教団体

B)自衛隊

C)法律制度

D)新聞・雑誌

E)テレビ

F)労働組合

G)警察

H)政府

I)政党

J I'l圭

K)行政

L)大企業

M)環境保護団体

N)女性運動

0) APEC

(アジア太平洋経済協力会議)

P)国連

非常に　　やや　　　あまり

信頼する　信頼する　信頼しない

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

1　　　　　2　　　　　　3

間67　あなたは,現在,何か宗教をお持ちですか.

「はい」の場合:それはどれですか. 1つあげて下さい.

「いいえ」の場合: 「0」にコード

0　持っていない

1　キリスト教(ローマ・カトリック)

2　キリスト教(プロテスタント)

3　キリスト教(その他)

4　ユダヤ教

5　イスラム教

6　ヒンズー教

7　仏教

8　その他の宗教

9　無回答

全く

信頼しない

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

わか

らない

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9




